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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の伝送網で伝送される非同期の第１のフレームを非同期伝送装置から受信し、受信
した第１のフレームを第２のフレームにマッピングして、前記第２のフレームを第２の伝
送網上の対向装置との間に設定された回線に送信するフレーム送信部と、
　前記非同期伝送装置で発生した輻輳を、前記非同期伝送装置が送信するポーズフレーム
に基づいて検出する輻輳検出部と、
　前記輻輳が検出された場合、前記ポーズフレームが指定する送信中断期間に応じて前記
第２の伝送網上の前記設定された回線の伝送帯域を低減する帯域低減部と、
　を備えることを特徴とする伝送装置。
【請求項２】
　前記帯域低減部は、前記ポーズフレームが指定する送信中断時間の累積期間が所定の測
定期間に占める割合に応じて前記第２の伝送網上の前記設定された回線の伝送帯域を低減
するか否かを判断することを特徴とする請求項１に記載の伝送装置。
【請求項３】
　前記第２の伝送網上の前記対向装置から送信された、前記設定された回線の伝送帯域の
低減を要望する低減要望信号を受信し、かつ前記輻輳検出部が前記非同期伝送装置におけ
る輻輳発生を検出した場合に、前記帯域低減部は、前記設定された回線の伝送帯域を低減
することを特徴とする、請求項１又は２に記載の伝送装置。
【請求項４】
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　前記第２の伝送網上に設定された他の回線の残余伝送帯域の不足を検出する残余帯域不
足検出部と、
　前記残余帯域不足検出部により残余伝送帯域の不足が検出された前記他の回線の伝送帯
域を増加する帯域増加部と、
　を備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の伝送装置。
【請求項５】
　前記残余帯域不足検出部は、前記帯域低減部により伝送帯域が低減された回線の残余伝
送帯域の不足を検出することを特徴とする請求項４に記載の伝送装置。
【請求項６】
　前記残余帯域不足検出部は、前記第２の伝送網上に設定された回線で伝送される第２の
フレームの流量を測定する流量測定部を備え、前記流量に応じて前記残余伝送帯域の不足
を検出することを特徴とする請求項４又は５に記載の伝送装置。
【請求項７】
　前記帯域増加部は、前記帯域低減部により伝送帯域が低減された回線以外の他の回線に
伝送帯域の低減により生じた空き帯域を割り当てることにより、残余伝送帯域の不足が検
出された前記他の回線の伝送帯域を増加することを特徴とする請求項４～６のいずれか一
項に記載の伝送装置。
【請求項８】
　第１の伝送網で伝送される非同期の第１のフレームを非同期伝送装置から受信し、
　受信した前記第１のフレームを第２のフレームにマッピングして、前記第２のフレーム
を第２の伝送網上の対向装置との間に設定された回線に送信し、
　前記非同期伝送装置で発生した輻輳を、前記非同期伝送装置が送信するポーズフレーム
に基づいて検出し、
　前記輻輳が検出された場合、前記ポーズフレームが指定する送信中断期間に応じて前記
第２の伝送網上の前記設定された回線の伝送帯域を低減する、
　ことを特徴とする伝送帯域の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で論じられる実施態様は、伝送装置及び伝送帯域の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　非同期フレームを受信して第２のフレームに収容して、この非同期フレームを伝送した
非同期伝送網と異なる第２の伝送網で伝送する伝送装置が知られている。このような伝送
装置の一例は、同期伝送網上の同期フレームに非同期フレームを収容するSONET/SDH(Sync
hronous Optical NETwork/Synchronous Digital Hierarchy) ADM(Add-Drop Multiplexer)
装置である。また、OTN(Optical Transport Network)フレームに非同期フレームを収容し
て、OTN網上で伝送するADM装置も知られている。伝送装置は、非同期伝送網から受信した
フレームを第２の伝送網上の時分割多重フレームへマッピングする。非同期伝送網の例は
、L2（Layer 2:レイヤ2）ネットワークやIP(Internet Protocol)ネットワークである。ま
た伝送装置は、第２の伝送網から受信した時分割多重フレームから、非同期伝送網上のフ
レームをデマッピングする。
【０００３】
　また、ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication Standardi
zation Sector) G.709勧告においてODUflex(Optical Channel Data Unit, flexible)が勧
告されている。ODUflexは、可変速度のペイロードを提供可能なODU(Optical Channel Dat
a Unit)信号である。
【０００４】
　関連する技術として、論理インタフェースとしてイーサネット（登録商標）を割り当て
、イーサネット（登録商標）をSDHのVC（Virtual Container）又はOTNのODUのVCAT（Virt
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ual Concatenation）もしくはODUflexにマッピングすることが知られている。また、イー
サネット（登録商標）をその速度に対応するVC群又はODU群にVCAT又はODUflexを利用して
マッピングすることにより、異なる速度のイーサネット（登録商標）を論理インタフェー
スとして割り当てることが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－２２３１４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　非同期フレームを第２のフレームに格納して伝送する場合、非同期伝送網でのフレーム
の輻輳に起因して、フレームを伝送する回線の実際の伝送速度が第２の伝送網で確保され
た伝送帯域よりも小さくなることがある。このとき、確保された伝送帯域の一部が使用さ
れないため第２の伝送網の帯域利用効率が低下する。
【０００７】
　本明細書に開示される装置又は方法は、非同期フレームを第２のフレームに格納して伝
送する第２の伝送網の伝送帯域の利用効率を向上することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　装置の一観点によれば伝送装置が与えられる。伝送装置は、第１の伝送網で伝送される
非同期の第１のフレームを非同期伝送装置から受信し、受信した第１のフレームを第２の
フレームにマッピングして、第２のフレームを第２の伝送網上の対向装置との間に設定さ
れた回線に送信するフレーム送信部と、前記非同期伝送装置で発生した輻輳を、非同期伝
送装置が送信するポーズフレームに基づいて検出する輻輳検出部と、輻輳が検出された場
合、ポーズフレームが指定する送信中断期間に応じて第２の伝送網上の設定された回線の
伝送帯域を低減する帯域低減部を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本明細書に開示される装置又は方法によれば、非同期フレームを第２のフレームに格納
して伝送する第２の伝送網の伝送帯域の利用効率が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】通信システムの構成例を示す図である。
【図２】伝送装置のハードウエア構成の一例を示す図である。
【図３】伝送装置の機能構成の第１例を示す図である。
【図４】ODUk-TSOH(Tributary Slot OverHead)の説明図である。
【図５】伝送装置による伝送帯域の変更動作の第１例の説明図である。
【図６】伝送装置の機能構成の第２例を示す図である。
【図７】伝送装置による伝送帯域の変更動作の第２例の説明図である。
【図８】伝送装置の機能構成の第３例を示す図である。
【図９】（Ａ）～（Ｃ）は伝送帯域の再割当ての模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　＜１．第１実施例＞
　＜１．１．システム構成例＞
　以下、添付する図面を参照して好ましい実施例について説明する。図１は、通信システ
ムの構成例を示す図である。通信システム１は、伝送網２と、非同期伝送網である構内網
３ａ及び３ｂと、構内網伝送装置４ａ～４ｄと、端末装置５ａ及び５ｂと、伝送装置６ａ
及び６ｂを備える。以下の説明において構内網３ａ及び３ｂを総称して「構内網３」と表
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記することがある。構内網伝送装置４ａ～４ｄを総称して「構内網伝送装置４」と表記す
ることがある。端末装置５ａ及び５ｂを総称して「端末装置５」と表記することがある。
伝送装置６ａ及び６ｂを総称して「伝送装置６」と表記することがある。
【００１２】
　端末装置５ａ及び５ｂの間でクライアントデータを伝送する場合を想定する。端末装置
５ａは、構内網３ａ及び構内網伝送装置４ａ及び４ｂを経由して伝送装置６ａに接続し、
端末装置５ｂは、構内網３ｂ及び構内網伝送装置４ｃ及び４ｄを経由して伝送装置６ｂに
接続する。対向する伝送装置６ａ及び６ｂの間には、端末装置５ａ及び５ｂの間のクライ
アントデータを伝送する回線が伝送網２上に設定される。
【００１３】
　伝送装置６ａは、構内網３ａ及び構内網伝送装置４ａ及び４ｂを経由して端末装置５ａ
から受信したクライアントデータを、伝送網２上で設定された回線を流れるフレームに挿
入する。以下の説明において、伝送網２上を流れるフレームを「第２のフレーム」と表記
することがある。伝送装置６ａは、伝送網２上で設定された回線を流れる第２のフレーム
から、クライアントデータを取り出し、構内網３ａ及び構内網伝送装置４ａ及び４ｂを経
由して端末装置５ａへ送信する。伝送装置６ｂも同様に、クライアントデータの挿入及び
取り出しを行う。
【００１４】
　ある実施例では、伝送装置６は、OTN網である伝送網２を流れるOTNフレームを伝送する
ADM装置であってよい。構内網伝送装置４は、IPネットワークである構内網３を流れるパ
ケットを伝送するルータであってよい。他の実施例では、伝送網２はSONET/SDH網などの
同期伝送網であり、伝送装置６は、SONET/SDH ADM装置のような同期フレームを伝送する
装置であってよい。なお、上記例示は、本明細書に記載される信号処理が、OTN網やIPネ
ットワークによってデータを伝送する通信システムに限定して使用されることを意図する
ものではない。以下、伝送網２で伝送されるフレームがOTNフレームであり、構内網３がI
Pネットワークである例示によって通信システム１を説明する。しかしながら、この例示
は、本明細書に記載される信号処理が、OTNフレームやIPパケットの伝送処理に限定して
適用されることを意図するものではない。
【００１５】
　＜１．２．ハードウエア構成例＞
　図２は、伝送装置６のハードウエア構成の一例を示す図である。伝送装置６は、構内網
光モジュール１０－１～１０－ｎと、第１フレーム処理論理回路１１と、第２フレーム処
理論理回路１２と、ロングホール光モジュール１３を備える。伝送装置６は、プロセッサ
１４と、制御用論理回路１５と、記憶装置１６を備える。以下の説明において構内網光モ
ジュール１０－１～１０－ｎを総称して「構内網光モジュール１０」と表記することがあ
る。なお、図２に示すハードウエア構成は実施例の説明のための例示にすぎない。以下に
記載される動作を実行するものであれば、本明細書に記載される伝送装置は他のどのよう
なハードウエア構成を採用してもよい。
【００１６】
　構内網光モジュール１０は、構内網３の光ファイバに接続され、構内網３上で伝送され
る光信号の送受信と光信号と電気的信号との間の変換を行う。第１フレーム処理論理回路
１１は、構内網３上で伝送されるパケットをODU信号へ格納する。また、第１フレーム処
理論理回路１１は、伝送網２上で伝送されるOTUフレームから分離されたODU信号からパケ
ットを取り出す。第１フレーム処理論理回路１１は、例えば、FPGA（Field-Programming 
Gate Array）やASIC（Application Specific Integrated Circuit）等のLSI（large scal
e integration）によって実現してよい。
【００１７】
　第２フレーム処理論理回路１２は、パケットが格納されたODU信号を多重化してOTUフレ
ームを生成する。伝送網２上で伝送されるOTUフレームからODU信号を分離する。第２フレ
ーム処理論理回路１２は、例えば、FPGAやASIC等のLSIによって実現してよい。ロングホ
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ール光モジュール１３は、伝送網２の光ファイバに接続され、伝送網２上で伝送される光
信号の送受信と光信号と電気的信号との間の変換を行う。
【００１８】
　プロセッサ１４は、伝送装置６の動作を制御し、構内網光モジュール１０、第１フレー
ム処理論理回路１１、第２フレーム処理論理回路１２及びロングホール光モジュール１３
の設定を行う。また、プロセッサ１４は、以下に説明する回線の伝送帯域の変更動作を実
行する。
【００１９】
　制御用論理回路１５は、プロセッサ１４と、構内網光モジュール１０、第１フレーム処
理論理回路１１、第２フレーム処理論理回路１２及びロングホール光モジュール１３とを
接続する。制御用論理回路１５は、構内網光モジュール１０、第１フレーム処理論理回路
１１、第２フレーム処理論理回路１２及びロングホール光モジュール１３の監視を行う。
制御用論理回路１５は、FPGAやASIC等のLSIによって実現してよい。
【００２０】
　記憶装置１６には、プロセッサ１４によって実行される伝送装置６の動作制御や、伝送
網２上に設定された回線の伝送帯域の変更動作のための制御プログラムが格納される。ま
た記憶装置１６には、制御用論理回路１５によって実行される制御プログラムが格納され
てもよい。記憶装置１６は、コンピュータプログラムやデータを記憶するための、不揮発
性記憶装置や、読み出し専用メモリ（ROM: Read Only Memory）やランダムアクセスメモ
リ（RAM: Random Access Memory）等を含んでいてよい。
【００２１】
　＜１．３．機能構成例＞
　続いて、図２のハードウエア構成によって実現される伝送装置６の機能について説明す
る。図３は、伝送装置６の機能構成の第１例を示す図である。伝送装置６は、ネットワー
クインタフェース２０及び２３と、GFP(Generic Framing Procedure)処理部２１及び２４
と、ODUflexマッパー／デマッパー２２と、ODUマッパー／デマッパー２５を備える。伝送
装置６は、ODUマルチプレクサ／デマルチプレクサ２６と、OTUインタフェース２７を備え
る。伝送装置６は、ポーズフレーム検出部３０と、帯域判定部３１と、帯域制御部３２を
備える。
【００２２】
　なお以下の説明及び添付図面においてマルチプレクサ及びデマルチプレクサをそれぞれ
「MUX」及び「DEMUX」と表記することがある。また、図３の機能構成図は、本明細書にお
いて説明される伝送装置６の機能に関係する構成を中心に示している。伝送装置６は、図
示の構成要素以外の他の構成要素を含んでいてよい。図６及び図８の機能構成図において
も同様である。
【００２３】
　ネットワークインタフェース２０及び２３は、構内網伝送装置４とのインタフェースで
あり、10Gb/sのイーサネット（登録商標）の信号処理を行い、受信したL2フレームをGFP
処理部２１及び２４へ送る。また、ネットワークインタフェース２０及び２３は、GFP処
理部２１及び２４からL2フレームを受信して構内網伝送装置４へ送信する。
【００２４】
　GFP処理部２１は、帯域制御部３２により指定される伝送帯域に応じてネットワークイ
ンタフェース２０から受信したL2フレームをGFPフレームにカプセル化する。帯域制御部
３２は回線の伝送帯域を制御する。回線の伝送帯域は、使用されるODUflexのトリビュタ
リスロット数の変更によって変更される。また以下の説明においてトリビュタリスロット
を「TS」と表記することがある。
【００２５】
　GFP処理部２４は、ネットワークインタフェース２３から受信したL2フレームをGFPフレ
ームにカプセル化する。GFP処理部２１及び２４は、L2フレームを格納したGFPフレームを
、それぞれODUflexマッパー／デマッパー２２及びODUマッパー／デマッパー２５へ送信す
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る。また、GFP処理部２１及び２４は、ODUflexマッパー／デマッパー２２及びODUマッパ
ー／デマッパー２５から受信したGFPフレームをデカプセル化してL2フレームを取り出し
、それぞれネットワークインタフェース２０及び２３へ送信する。
【００２６】
　ODUflexマッパー／デマッパー２２は、帯域制御部３２により指定される伝送帯域に応
じて、GFP処理部２１から受信したGFPフレームをODUflex信号にマッピングしてODU MUX/D
EMUX２６へ送信する。すなわち、ODUflexマッパー／デマッパー２２は、帯域制御部３２
によって回線毎にそれぞれ決定された数のTSにGFPフレームをマッピングする。
【００２７】
　ODUマッパー／デマッパー２５は、GFP処理部２４から受信したGFPフレームをODU信号に
マッピングしてODU MUX/DEMUX２６へ送信する。ODU MUX/DEMUX２６は、ODUflexマッパー
／デマッパー２２及びODUマッパー／デマッパー２５から受信したODUflex信号及びODU信
号をより上位の階梯のODU信号に多重化する。また、ODU MUX/DEMUX２６は、OTUインタフ
ェース２７から受信したODU信号を、より下位の階梯のODUflex信号及びODU信号へ分離し
て、それぞれODUflexマッパー／デマッパー２２及びODUマッパー／デマッパー２５へ送信
する。
【００２８】
　OTUインタフェース２７は、ODU MUX/DEMUX２６により多重化されたODU信号をOTUフレー
ムに格納して伝送網２へ送信する。OTUインタフェース２７は、伝送網２から受信したOTU
フレームからODU信号を取り出し、ODU MUX/DEMUX２６へ送信する。
【００２９】
　ポーズフレーム検出部３０は、伝送網２から受信したODU信号からODUマッパー／デマッ
パー２５及びGFP処理部２１が取り出したL2フレームの中から、構内網伝送装置４から送
信されたポーズフレームを検出する。ポーズフレームは、構内網伝送装置４が、対向する
他の構内網伝送装置４に対しフレームの送信の中断を要求するフレームである。ポーズフ
レームの一例は、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.3x 
で規格化されている。例えば、構内網伝送装置４においてパケットの輻輳が発生した場合
に、構内網伝送装置４はポーズフレームを出力する。
【００３０】
　ポーズフレームは、対向する他の構内網伝送装置４の送信中断期間を指定してもよい。
また、ポーズフレームは、構内網伝送装置４の送信中断の解除を指定できてもよい。例え
ば、ポーズフレームは、値が「０」の送信中断期間を指定することによって送信中断の解
除を指定してもよい。例えば、IEEE802.3xに規格化されるポーズフレームは、情報要素「
pause_time」を含む。pause_timeは「０」～「６５，５３５」の整数であって、送信中断
期間は、pause_timeの値と512ビット時間の積によって指定される。
【００３１】
　以下、IEEE802.3xに規格化されるポーズフレームの例示を用いて実施例を説明する。し
かしながら、この例示は、本明細書に記載される伝送装置が使用するポーズフレームが、
IEEE802.3xに規格化されたものに限定されることを意図するものではない。
【００３２】
　帯域判定部３１は、ポーズフレームによりフレーム送信の中断及び解除が制御される回
線、すなわちポーズフレームの発信元の構内網伝送装置４が中継する回線の伝送帯域を低
減するか否かを判断する。このとき、帯域判定部３１は、ポーズフレームのpause_timeに
よって指定される送信中断期間の累積期間が所定の測定期間に占める割合を算出する。帯
域判定部３１は、算出された割合に応じて伝送帯域を低減するか否かを判断する。例えば
帯域判定部３１は、いま確保している伝送帯域と、累積期間が測定期間に占める割合に応
じて回線の実効転送速度を算出する。帯域判定部３１は、確保している伝送帯域と実効転
送速度の差又は比が閾値を超えるか否かに応じて伝送帯域を低減するか否かを判断しても
よい。
【００３３】
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　また例えば、帯域判定部３１は、いま回線に確保しているTS数が「ｎ」である場合に、
（（測定期間－累積期間）／測定期間）が（（ｎ－１）／ｎ）より小さいか否かに応じて
この回線に確保するTS数を１つ低減するか否かを判断してよい。帯域判定部３１がTS数を
低減すると判断すると、帯域制御部３２はODUlflexの伝送帯域を低減させる。
【００３４】
　ODUlflexの伝送帯域を低減する際に、帯域制御部３２は、対向する他の伝送装置６にOD
Ulflexの伝送帯域を低減させることを指示する指示信号を送信する。以下の説明において
、この指示信号を「低減指示信号」と表記することがある。低減指示信号は、ODU MUX/DE
MUX２６によってODU信号に多重化される。低減指示信号によって対向する伝送装置６は回
線に確保するTS数を低減する。
【００３５】
　帯域制御部３２は、低減指示信号のために例えばODUk-TSOH(Tributary Slot OverHead)
中の所定のビットを使用してよい。図４は、ODUk-TSOHの第１５Columnの第１Raw～第３Ra
wの説明図である。第１Raw及び第２Rawの第１ビットは、転送速度の変更を実施すること
を示すBWR_INDビットである。第２Rawの第２ビットはネットワーク接続性状態(NCS: Netw
ork Connectivity Status)ビット、第２Rawの第１ビット～第３ビットは誤り訂正符号で
ある。例えば帯域制御部３２は、ODUk-TSOHの第１５Columnの第１Rawの第２ビット又は第
３ビットの値を送信指示信号としてもよい。
【００３６】
　なお、ネットワークインタフェース２０及び２３と、GFP処理部２１及び２４と、ODUfl
exマッパー／デマッパー２２と、ODUマッパー／デマッパー２５と、ポーズフレーム検出
部３０の上記動作は、図２に示す第１フレーム処理論理回路１１によって実行される。OD
U MUX/DEMUX２６及びOTUインタフェース２７の上記動作は、第２フレーム処理論理回路１
２によって実行される。帯域判定部３１及び帯域制御部３２の上記動作は、プロセッサ１
４によって実行される。
【００３７】
　＜１．４．動作説明＞
　図５は、伝送装置６による伝送帯域の変更動作の第１例の説明図である。図５を参照し
て説明する一連の動作は複数の手順を含む方法と解釈してもよい。この場合に「オペレー
ション」を「ステップ」と読み替えてもよい。図７に示す動作も同様である。
【００３８】
　オペレーションＡＡにおいて帯域判定部３１は、変数ｅｔ、ｐｔ、ａｔ及びｒｔに初期
値「０」を代入する。変数ｅｔは、ポーズフレームによる送信中断期間を測定する測定期
間の満了を計測するためのカウンタ変数である。変数ｅｔは、各測定期間が始まる度に「
０」に設定され一定周期ＴＯで１つずつ増加する。変数ｅｔの値が所定値ＥＮＤに至ると
測定期間が満了する。一定周期ＴＯは、ポーズフレームが指定する送信中断期間の単位に
応じて定めてよい。例えば一定周期ＴＯは512ビット時間であってよい。
【００３９】
　変数ｐｔは、送信中断期間中の経過時間を測定するためのカウンタ変数である。変数ｐ
ｔは、一定周期ＴＯで１つずつ増加する。変数ａｔは、変数ｐｔの値の累積値を格納する
。変数ａｔに格納される累積値に変数ｐｔの値を加える際に、変数ｐｔの値は「０」にリ
セットされる。
【００４０】
　変数ｒｔは、各ポーズフレームで指定された送信中断期間の満了を測定するためのカウ
ンタ変数である。「０」以外の値のpause_timeを持つポーズフレームを受信した時にpaus
e_timeの値が変数ｒｔに代入される。変数ｒｔの値は「０」に至るまで一定周期ＴＯで１
つずつ低減する。なお、以下の説明及び添付図面において、「０」以外の値のpause_time
を持つことにより対向装置にフレームの送信中断を指示するポーズフレームを「中断指示
フレーム」と表記することがある。また、値が「０」のpause_timeを持つことにより対向
装置にフレームの送信中断の解除を指示するポーズフレームを「解除指示フレーム」と表
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記することがある。
【００４１】
　オペレーションＡＢにおいて帯域判定部３１は、変数ｒｔが「１」であるか否か、すな
わち中断指示フレームで指定された送信中断期間の満了時期であるか否かを判断する。変
数ｒｔが「１」である場合（オペレーションＡＢ：Ｙ）に動作はオペレーションＡＧへ進
む。変数ｒｔが「１」でない場合（オペレーションＡＢ：Ｎ）に動作はオペレーションＡ
Ｃへ進む。
【００４２】
　オペレーションＡＣにおいて帯域判定部３１は、ポーズフレーム検出部３０が中断指示
フレームを受信したか否かを判断する。中断指示フレームが受信された場合（オペレーシ
ョンＡＣ：Ｙ）に動作はオペレーションＡＤへ進む。中断指示フレームが受信されない場
合（オペレーションＡＣ：Ｎ）に動作はオペレーションＡＭへ進む。
【００４３】
　オペレーションＡＤにおいて帯域判定部３１は、変数ｒｔが「０」であるか否か、すな
わち現時点が送信中断期間以外であるか否かを判断する。変数ｒｔが「０」である場合（
オペレーションＡＤ：Ｙ）には、動作はオペレーションＡＥへ進む。変数ｒｔが「０」で
ない場合（オペレーションＡＤ：Ｎ）には、動作はオペレーションＡＦへ進む。オペレー
ションＡＥにおいて帯域判定部３１は、新たに始まる送信中断期間の経過時間をカウント
するために変数ｐｔの値を「０」にリセットする。
【００４４】
　一方で、現在進行中の送信中断期間が満了する前に新たに中断指示フレームが送信され
た場合には、オペレーションＡＤの判断が「Ｎ」になり、オペレーションＡＥが実行され
ない。その結果、中断指示フレームの受信以前に送信中断期間の経過時間をカウントした
変数ｐｔの値に、新たに始まる送信中断期間の経過時間のカウント値が加えられる。
【００４５】
　オペレーションＡＥの後、動作はオペレーションＡＦへ進む。オペレーションＡＦにお
いて帯域判定部３１は、変数ｒｔの値を、受信した中断指示フレームのpause_timeの値に
更新する。その後に動作はオペレーションＡＨへ進む。
【００４６】
　オペレーションＡＢの判断が「Ｙ」である場合、すなわち、中断指示フレームで指定さ
れた送信中断期間の満了時期に至った時、オペレーションＡＧにおいて帯域判定部３１は
、変数ａｔに格納される累積値に変数ｐｔの値を加える。帯域判定部３１は、変数ｐｔの
値を「０」にリセットする。オペレーションＡＧにより、各中断指示フレームで指定され
た送信中断期間をカウントした変数ｐｔのカウント値が変数ａｔに蓄積される。その後に
動作はオペレーションＡＨへ進む。
【００４７】
　オペレーションＡＨにおいて帯域判定部３１は、所定期間ＴＯ待機する。オペレーショ
ンＡＩにおいて帯域判定部３１はｒｔが「０」より大きいか否か、すなわち、現時点が送
信中断期間であるか否かを判断する。現時点が送信中断期間である場合（オペレーション
ＡＩ：Ｙ）に動作はオペレーションＡＪに進む。現時点が送信中断期間でない場合（オペ
レーションＡＩ：Ｎ）に動作はオペレーションＡＫへ進む。
【００４８】
　オペレーションＡＪにおいて帯域判定部３１は、変数ｐｔの値を１つ増加させ、変数ｒ
ｔの値を１つ低減する。オペレーションＡＫにおいて帯域判定部３１は、変数ｅｔが所定
値ＥＮＤより大きいか否か、すなわち所定の測定期間が満了したか否かを判断する。変数
ｅｔが所定値ＥＮＤより大きい場合（オペレーションＡＫ：Ｙ）に動作はオペレーション
ＡＬへ進む。変数ｅｔが所定値ＥＮＤ以下の場合（オペレーションＡＫ：Ｎ）に動作はオ
ペレーションＡＢへ戻る。
【００４９】
　オペレーションＡＬにおいて帯域判定部３１は、測定期間に対応する所定値ＥＮＤと、
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送信中断期間の累積期間に対応する変数ａｔの値に応じて、回線のODUlflexの伝送帯域を
低減させるか否かを判断する。例えば帯域判定部３１は、所定値ＥＮＤと変数ａｔの値に
応じて累積期間が測定期間に占める割合を求め、かかる割合と確保している伝送帯域とに
応じて回線の実効転送速度を算出してよい。帯域判定部３１は、確保している伝送帯域と
実効転送速度を比較し差又は比が閾値を超えるか否かに応じて伝送帯域を低減するか否か
を判断してもよい。
【００５０】
　また例えば、帯域判定部３１は、いまクライアントデータに確保しているTS数が「ｎ」
である場合に、（（ＥＮＤ－ａｔ）／ＥＮＤ）が（（ｎ－１）／ｎ）より小さいか否かに
応じてクライアントデータに確保しているTS数を１つ低減するか否かを判断してよい。帯
域判定部３１が伝送帯域を低減させると判断すると、帯域制御部３２はODUlflexの伝送帯
域を低減させる。その後に動作はオペレーションＡＡへ戻る。
【００５１】
　オペレーションＡＭにおいて帯域判定部３１は、ポーズフレーム検出部３０が解除指示
フレームを受信したか否かを判断する。解除指示フレームが受信された場合（オペレーシ
ョンＡＭ：Ｙ）に動作はオペレーションＡＮへ進む。解除指示フレームが受信されない場
合（オペレーションＡＭ：Ｎ）に動作はオペレーションＡＨへ進む。
【００５２】
　オペレーションＡＮにおいて帯域判定部３１は、変数ｒｔの値を「０」にリセットする
。この結果、その後のオペレーションＡＪにおける変数ｐｔの増加が禁止され、送信中断
期間の経過時間のカウントが停止する。また、帯域判定部３１は、変数ａｔに格納される
累積値に変数ｐｔの値を加える。帯域判定部３１は、変数ｐｔの値を「０」にリセットす
る。その後に動作はオペレーションＡＨへ進む。
【００５３】
　＜１．５．効果＞
　本実施例によれば、非同期フレームを収容した第２のフレームが伝送される伝送網の伝
送装置が、非同期伝送網における非同期フレームの輻輳を検出する。伝送装置は、非同期
フレームの輻輳時には、実際の伝送速度に応じて非同期フレームを収容した第２フレーム
用の回線に確保する伝送帯域を調整する。この結果、第２のフレームが伝送される伝送網
の帯域利用効率が向上する。
【００５４】
　＜１．６．変形例＞
　図５に示す動作では帯域判定部３１は一定の測定期間毎にODUlflexの伝送帯域を低減さ
せるか否かを判断し、帯域制御部３２は帯域判定部３１が判断する都度その結果に応じて
伝送帯域を低減する。他の実施例では、帯域制御部３２は、帯域判定部３１がODUlflexの
伝送帯域を低減させることを所定の複数回判断した場合に伝送帯域を低減してもよい。
【００５５】
　また、帯域判定部３１は、いま回線に確保している伝送帯域が所与の下限値である場合
に伝送帯域の低減を禁止してもよい。例えば、帯域判定部３１は、いま回線に確保してい
るTS数が所与の下限値である場合にTS数の低減を禁止する。このような下限値を設定する
ことにより回線の帯域保証を行うことができる。
【００５６】
　＜２．第２実施例＞
　続いて、伝送装置６の他の実施例について説明する。本実施例では、対向する伝送装置
６の両方の帯域判定部３１が伝送帯域を低減させると判断した場合のみ、対向する伝送装
置６間でデータを伝送する双方向のODUflexの伝送帯域が低減される。図６は、伝送装置
６の機能構成の第２例を示す図である。図３に示す構成要素と同様の構成要素には図３で
使用した参照符号と同じ参照符号を付し、同一の機能については説明を省略する。
【００５７】
　帯域制御部３２は、低減要望送信部３３と、低減要望受信部３４と、状態記憶部３５を
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備える。帯域判定部３１が図５に示す動作と同様の判断によってODUflexの伝送帯域を低
減すると判断すると、低減要望送信部３３は、ODUlflexの伝送帯域の低減の要望を知らせ
る低減要望信号を送信する。低減要望信号は、ODU MUX/DEMUX２６によってODU信号に多重
化される。
【００５８】
　低減要望信号を送信した場合、帯域制御部３２は、状態記憶部３５に記憶されるフラグ
の値を「０」から「１」に変化させる。フラグの値「１」は、対向の伝送装置６に低減要
望信号が送信済みであることを示し、フラグの値「０」は低減要望信号が送信されていな
いことを示す。低減要望受信部３４は、対向する伝送装置６から送信される低減要望信号
を受信する。帯域制御部３２は、対向する伝送装置６から低減要望信号を受信し、かつ状
態記憶部３５に記憶されるフラグの値が「１」である場合に、帯域制御部３２はODUlflex
の伝送帯域を低減させる。
【００５９】
　ODUlflexの伝送帯域を低減する際に、帯域制御部３２は、第１実施例と同様に低減指示
信号を送信してよい。低減指示信号と低減要望信号は、例えばODUk-TSOHの第１５Column
の第１Rawの第２ビット及び第３ビットを用いて送信してよい。すなわち、これらの２つ
のビットにより、（１）ODUlflexの伝送帯域の低減の要望も指示もしない状態、（２）低
減を要望する状態、及び（３）低減を指示する状態を表現してよい。
【００６０】
　図７は、伝送装置６による伝送帯域の変更動作の第２例の説明図である。オペレーショ
ンＢＡにおいて帯域制御部３２は、フラグの値を「０」にリセットする。オペレーション
ＢＢにおいて帯域制御部３２は、フラグの値が「０」であるか否かを判断する。フラグの
値が「０」である場合（オペレーションＢＢ：Ｙ）に動作はオペレーションＢＣへ進む。
フラグの値が「０」でない場合（オペレーションＢＢ：Ｎ）に動作はオペレーションＢＧ
へ進む。
【００６１】
　オペレーションＢＣにおいて帯域判定部３１は、図５を参照して説明した動作と同様の
回線の実効転送速度の判断処理によって、ODUlflexの伝送帯域を低減させるか否かを判断
する。伝送帯域の低減が望ましい場合（オペレーションＢＤ：Ｙ）に、動作はオペレーシ
ョンＢＥへ進む。伝送帯域の低減が不要の場合（オペレーションＢＤ：Ｎ）に、動作はオ
ペレーションＢＧへ進む。
【００６２】
　オペレーションＢＥにおいて低減要望送信部３３は、対向する他の伝送装置６へ低減要
望信号を送信する。オペレーションＢＦにおいて低減要望送信部３３は、帯域制御部３２
は、フラグの値を「１」にセットする。その後に動作はオペレーションＢＧへ進む。
【００６３】
　オペレーションＢＧにおいて帯域制御部３２は、低減要望受信部３４が対向する伝送装
置６から送信される低減要望信号を受信したか否かを判断する。低減要望信号が受信され
た場合（オペレーションＢＧ：Ｙ）に動作はオペレーションＢＨへ進む。低減要望信号が
受信されない場合（オペレーションＢＧ：Ｎ）に動作はオペレーションＢＢへ戻る。
【００６４】
　オペレーションＢＨにおいて低減要望送信部３３は、帯域制御部３２はODUlflexの伝送
帯域を低減させる。オペレーションＢＩにおいて低減要望送信部３３は、フラグの値を「
０」にリセットする。その後に動作はオペレーションＢＢへ戻る。
【００６５】
　本実施例によれば、伝送装置６の間で双方向の回線が設定され、伝送帯域の増減が双方
向の回線で同時に行うことが要求される場合にも、非同期伝送網におけるフレームの輻輳
状態に応じて伝送帯域を調整することが可能となる。
【００６６】
　＜３．第３実施例＞
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　続いて、伝送装置６の他の実施例について説明する。本実施例では、ODUflex信号を伝
送する伝送帯域が足りない回線を検出し、この回線の伝送帯域を増加させる。本実施例に
よれば、第１実施例又は第２実施例により伝送帯域が低減された回線の伝送帯域が不足し
た場合に、この回線の伝送帯域を増加させて伝送帯域の不足を低減することができる。
【００６７】
　図８は、伝送装置６の機能構成の第３例を示す図である。図３に示す構成要素と同様の
構成要素には図３で使用した参照符号と同じ参照符号を付し、同一の機能については説明
を省略する。ＧＦＰ処理部２１は、回線を流れるパケットの実際の流量を測定する流量測
定部３６を備える。流量測定部３６は、例えば第１実施例又は第２実施例により伝送帯域
が低減された回線を流れるパケットの実際の流量を測定してもよい。
【００６８】
　パケットの実際の流量が、回線に確保されている伝送帯域の上限値に近い値を維持され
る場合、すなわち回線の残余伝送帯域が少ない場合には回線の伝送帯域が不足している恐
れがある。帯域判定部３１は、パケットの実際の流量の平均レートを算出する。帯域判定
部３１は、平均レートと回線に確保した伝送帯域との差又は比を閾値と比較して伝送帯域
を増加するか否かを判断する。
【００６９】
　例えば帯域判定部３１は、いま回線に確保しているTS数が「ｎ」である場合に、（平均
レート／伝送帯域）が（（ｎ－１）／ｎ）より大きいか否かに応じてこの回線に確保する
TS数を１つ増加するか否かを判断してよい。すなわち、帯域判定部３１はいま確保されて
いるTS数よりも１つ少ないTS数の帯域を超えている場合に、回線の伝送帯域が不足してい
ると判断する。
【００７０】
　ODUlflexの伝送帯域を増加する際に、帯域制御部３２は、対向する他の伝送装置６にOD
Ulflexの伝送帯域を増加させることを指示する指示信号を送信する。以下の説明において
、この指示信号を「増加指示信号」と表記することがある。増加指示信号は、ODU MUX/DE
MUX２６によってODU信号に多重化される。増加指示信号によって対向する伝送装置６は回
線に確保するTS数を増加する。
【００７１】
　増加指示信号は、例えばODUk-TSOHの第１５Columnの第１Rawの第２ビット及び第３ビッ
トを用いて送信してよい。また、これら２ビットの組合せで増加指示信号を低減指示信号
及び低減要望信号と併せて送信してもよい。すなわち、２ビットにより、（１）ODUlflex
の伝送帯域の低減の要望も指示もせず増加指示もしない状態、（２）低減を要望する状態
、及び（３）低減を指示する状態、（４）増加を指示する状態を表現してよい。
【００７２】
　本実施例によって、伝送帯域が不足する回線の伝送帯域を増加させることにより、伝送
網２での帯域制限による伝送速度の低下を軽減することができる。また、本実施例によれ
ば、第１実施例及び第２実施例により伝送帯域が低減されることによって解放された伝送
帯域があれば、解放された伝送帯域を、伝送帯域が不足する回線に再割当てすることがで
きる。
【００７３】
　図９の（Ａ）～図９の（Ｃ）は伝送帯域の再割当ての模式図である。図９の（Ａ）～図
９の（Ｃ）において、構内網伝送装置４ｉ及び４ｊを経由するパケットは、伝送装置６ｉ
と６ｊの間に設定された回線を流れるODUflex#1信号によって伝送される。また、構内網
伝送装置４ｍ及び４ｎを経由するパケットは、伝送装置６ｍと６ｎの間に設定された回線
を流れるODUflex#2信号によって伝送される。
【００７４】
　いま図９の（Ａ）において、ODUflex#1信号のために５つのTSが使用され6.25Gb/sの伝
送帯域が確保され、ODUflex#2信号のために３つのTSが使用され3.75Gb/sの伝送帯域が確
保されていると想定する。ここで構内網伝送装置４ｉ及び／又は４ｊにおけるパケット輻
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輳によりODUflex#1信号の実効転送速度が4.8G/sに低下すれば、伝送装置６ｉ及び６ｊはO
DUflex#1信号のために使用するTS数を「４」に低減し、TSを１つ解放することができる。
この状態を図９の（Ｂ）に示す。
【００７５】
　ここで、ODUflex#2信号の実効転送速度が3.75Gb/sの伝送帯域に近く、ODUflex#2信号の
伝送帯域が不足していれば、伝送装置６ｍ及び６ｎは解放されたTSを使用してODUflex#2
信号のために使用するTS数を「４」に増加させることができる。この状態を図９の（Ｃ）
に示す。
【００７６】
　本実施例によれば、非同期伝送網におけるフレームの輻輳により利用されなかった伝送
帯域を、伝送帯域が不足する回線に再割当てすることができる。この結果、第２のフレー
ムが伝送される伝送網の帯域利用効率が向上する。
【００７７】
　以上の実施例を含む実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
　（付記１）
　第１の伝送網で伝送される非同期の第１のフレームを受信し、受信した第１のフレーム
を第２のフレームにマッピングして第２の伝送網上に送信するフレーム送信部と、
　第１の伝送網で第１のフレームを受信する非同期伝送装置で発生した輻輳を検出する輻
輳検出部と、
　第２の伝送網上の回線のうち、前記輻輳が検出された回線の伝送帯域を低減する帯域低
減部と、
　を備えることを特徴とする伝送装置。
　（付記２）
　前記輻輳検出部は、非同期伝送装置が送信するポーズフレームに基づきこの非同期伝送
装置における輻輳発生を検出するポーズフレーム検出部を備えることを特徴とする、付記
１に記載の伝送装置。
　（付記３）
　前記帯域低減部は、前記ポーズフレームが指定する送信中断期間に応じて前記回線の伝
送帯域を低減するか否かを判断することを特徴とする付記２に記載の伝送装置。
　（付記４）
　前記帯域低減部は、前記ポーズフレームが指定する送信中断時間の累積期間が所定の測
定期間に占める割合に応じて前記回線の伝送帯域を低減するか否かを判断することを特徴
とする付記３に記載の伝送装置。
　（付記５）
　前記帯域低減部は、前記回線の伝送帯域を所定の下限値未満の伝送帯域へ低減すること
を禁止することを特徴とする付記１～４のいずれか一項に記載の伝送装置。
　（付記６）
　第２の伝送網上で第２のフレームを伝送する他の伝送装置から、この他の伝送装置が第
２のフレームを伝送する回線の伝送低域の低減を要望する低減要望信号を受信し、
　前記帯域低減部は、前記輻輳検出部が非同期伝送装置における輻輳発生を検出し、且つ
この非同期伝送装置から送信された第１のフレームを伝送する第２の伝送網上の回線の低
減要望信号を前記他の伝送装置から受信した場合に、第２の伝送網上の回線のうちこの非
同期伝送装置へ転送される非同期フレームを伝送する回線の伝送帯域を低減することを特
徴とする、付記１～５のいずれか一項に記載の伝送装置。
　（付記７）
　第２の伝送網上の回線のうち、第１の伝送網で第１のフレームを伝送する非同期伝送装
置へ転送される第１のフレームを伝送する回線の残余伝送帯域の不足を検出する残余帯域
不足検出部と、
　前記残余帯域不足検出部により残余伝送帯域の不足が検出された回線の伝送帯域を増加
する帯域増加部と、
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　を備えることを特徴とする付記１～６のいずれか一項に記載の伝送装置。
　（付記８）
　前記残余帯域不足検出部は、前記帯域低減部により伝送帯域が低減された回線の残余伝
送帯域の不足を検出することを特徴とする付記７に記載の伝送装置。
　（付記９）
　前記残余帯域不足検出部は、前記第２の伝送網上の回線で伝送される第１のフレームの
流量を測定する流量測定部を備え、前記流量に応じて第２の伝送網上の回線の残余伝送帯
域の不足を検出することを特徴とする付記７又は８に記載の伝送装置。
　（付記１０）
　前記帯域増加部は、前記帯域低減部により伝送帯域が低減された回線以外の他の回線に
伝送帯域の低減により生じた空き帯域を割り当てることにより、残余伝送帯域の不足が検
出された前記他の回線の伝送帯域を増加することを特徴とする付記７～９の何れか一項に
記載の伝送装置。
　（付記１１）
　第１の伝送網で伝送される非同期の第１のフレームを受信し、
　受信した第１のフレームを第２のフレームにマッピングして第２の伝送網上に送信し、
　第１の伝送網で第１のフレームを受信する非同期伝送装置で発生した輻輳を検出し、
　第２の伝送網上の回線のうち、前記輻輳が検出された回線の伝送帯域を低減する、
　を備えることを特徴とする伝送装置
　ことを特徴とする伝送帯域の制御方法。
【符号の説明】
【００７８】
　１　　通信システム
　２　　伝送網
　３、３ａ、３ｂ　　構内網
　４、４ａ～４ｄ、４ｉ、４ｊ、４ｍ、４ｎ　　構内網伝送装置
　５、５ａ、５ｂ　　端末装置
　６、６ａ、６ｂ、６ｉ、６ｊ、６ｍ、６ｎ　　伝送装置
　３０　　ポーズフレーム検出部
　３１　　帯域判定部
　３２　　帯域制御部
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